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株式に関する住所変更等のお届出及びご照会について
証券会社に口座を
お持ちの場合 特別口座の場合

郵便物送付先

お取引の証券会社になります。

〒168-8507 東京都杉並区和泉2-8-4
みずほ信託銀行株式会社 証券代行部

電話お問い合わせ先 0120-288-324（フリーダイヤル）

お取扱店

みずほ信託銀行株式会社
　本店及び全国各支店
みずほ証券株式会社
　本店及び全国各支店

ご注意

未払配当金の支払、支払明細
発行については、右の「特別口
座の場合」の郵便物送付先・電
話お問い合わせ先・お取扱店を
ご利用ください。

電子化前に名義書換を失念して、お手
元に他人名義の株券がある場合は至急
ご連絡ください。

株主メモ
証券コー ド 7513
事業年度 毎年9月1日~翌年8月31日

剰余金の配当基準日 8月31日（中間配当を行う場合は、取締役会の決議に
より、2月末日現在の株主に対し、お支払い致します。）

定時株主総会 毎年11月
株式の売買単位 100株

株主名簿管理人及び
特別口座管理機関

東京都中央区八重洲一丁目2番1号
みずほ信託銀行株式会社

公告方法

電子公告により当社ホームページにて掲載します。
（http://www.kojima.net/corporation/ir/public.htm）
ただし、やむを得ない事由によって、電子公告による
公告をすることができない場合には、日本経済新聞
に掲載して行います。

より詳細なIR情報はWebをご覧ください。
http://www.kojima.net/corporation/

PICK
UP!
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コジマIR情報 検索

新規店舗続々オープン中！
地域密着！ 店舗にて多様なイベントを開催中

財務ハイライト

※2015年8月期より会計方針の変更及び表示方法の変更を行っております。なお、2014年8月期は遡及適用後の数値を記載しております。
※2014年9月1日に連結子会社である株式会社コジマエージェンシーを吸収合併し、2015年8月期より連結財務諸表非作成会社となりました。
　一部、過去実績として連結の数値を記載しておりますが、単体との比較においてその影響は軽微であります。

　当社は、「お客様第一主義を実践し、最高
のサービスをお客様に提供することで社会
に貢献する」の企業理念のもと、「お客様の
暮らしを『より快適に』『より便利に』『より楽
しく』します。くらし応援コジマ」をスロー
ガンに掲げ、ビックカメラとの統合効果を
最大限に発揮し、企業価値の向上に取り組
んでおります。店舗展開におきましては、

「コジマ×ビックカメラ 港北東急S.C.店」「コ
ジマ×ビックカメラ 宇都宮本店」「コジマ×

当期の取り組み

　理美容家電が好調に推移したことに加え、
洗濯機や冷蔵庫等の家庭電化商品が堅調に
推移したものの、テレビ、パソコン本体等が
やや低調、デジタルカメラ等が低調であっ
たため、総じてやや低調に推移しました。

家電小売業界について

期末配当について

た、企業間競争の厳しさと都市部と地方郊
外における景況感の格差が続くと見られる
ことから、不透明な要素を含んだ状況で推
移するものと予想されます。
　このような状況下において当社は、「生産性
の向上」と「持続的な成長」を２大戦略に掲
げ、グループの価値向上に努めてまいります。

　当事業年度におきましては、当期純利益
は概ね計画どおりとなったものの、過去に
発生した欠損金が依然として存在する状況
にあり、財務体質の健全化を図る観点から、
期末配当につきましては、誠に遺憾でござ
いますが無配とさせていただきました。株
主の皆様には、今後も引き続きなお一層の
ご支援、ご協力を賜りますよう、心よりお願
い申し上げます。

ビックカメラ 八王子高倉店」「コジマ×ビック
カメラ イオンモール常滑店」を開店した一方、
不採算店舗を10店舗閉鎖し、スクラップ＆ビ
ルドを進めた結果、2016年９月末現在の店
舗数は138店舗となりました。また、ビックカメ
ラ流の体験提案型の売場や豊富な商品を扱
う「コジマ×ビックカメラ店」への転換を引き続
き進め、既に改装を終えた店舗につきまして
も、お客様のニーズに応えるべく、多様性の
ある店舗への更なる進化を目指すことにより、
新たな店舗網の構築に取り組んでおります。
次期の見通し

　当社を取り巻く市場環境は、雇用・所得環
境の改善が続くなかで、個人消費が持ち直
しに向かうことが期待される一方、中国を
始めとするアジア新興国等における景気下
振れの影響などのリスクを孕んでおり、ま

環境に配慮したFSCR認証紙と植物油インキを使用しています。

第54期定時株主総会 決議ご通知 第54期定時株主総会において、下記のとおり報告並びに決議されました。

※インターネット通販でのご利用方法の詳細は、ご利用の通販サイトでご確認ください。
※株式会社ソフマップのソフマップユーフロントでは、いずれの株主ご優待券もご利用いただけません。

▶株主優待情報
コジマの株主ご優待券が「ビックカメラ」、

「ソフマップ」の店舗でもご利用いただけます。
贈呈基準

所有株式数 贈呈枚数

100株以上 500円券×　2枚

500株以上 500円券×　6枚

1,000株以上 500円券×10枚

3,000株以上 500円券×30枚

5,000株以上 500円券×40枚

見 本

5年
無料保証

10年
無料保証

　当社及び株式会社ビックカメラで長期保証にご加入いただ
いた場合、コジマ及びビックカメラ両店舗にて修理のご依頼を
承ります。

▶コジマ及びビックカメラで
　長期保証修理を相互に受付!

▶コジマお客様カードが更に進化！
　コジマポイントカード刷新！

※コジマポイントカードへの切り替えは
　コジマ全店で承ります。
※コジマネットとのポイント共通利用は
　サイト上で事前手続きが必要となります。
※店舗により付与されるポイントが異なります。

詳しくは販売員までご相談ください。

　これまでどおりビックカ
メラ全店で使用いただける
のはもちろんのこと、イン
ターネット通販「コジマネッ
ト」にてポイント共通利用も
より便利に！

▶2017年１月末より全店で
　「Ponta（ポンタ）」導入予定
　 コ ジ マ 全 店 で、2017年 
１月（予定）より「Ponta」サー
ビスを導入し、Pontaポイン
トがたまる・つかえるサービ
スを開始します。株式会社ロ
イヤリティ マーケティング
が運営する「Ponta」は、2010
年３月からサービスを開始し、約7,800万人の会員数を有する
共通ポイントサービスで、日常消費から生活インフラ、オンラ
イン購入を含めて、全国の約14万店舗でご利用いただけます。

売上高（億円）

■当期純利益（億円）■1株当たり当期純利益（円）

営業利益（億円） 経常利益（億円）

総資産（億円） 純資産（億円）
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「コジマ×ビックカメラ
  西友ひばりヶ丘店」10月20日オープン

証券コード：7513

栃木県宇都宮市星が丘二丁目1番8号

記

報告事項 第54期（自平成27年９月１日　至平成28年８月31日）事業報告及び計算書類の内容報告の件
 本件は、上記の内容を報告いたしました。

決議事項 第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）６名選任の件
 本件は、原案どおり承認可決され、木村一義、塚本智明、棚橋克己、荒川忠士、宮嶋宏幸及び安部徹の６氏が再任され、
 それぞれ就任いたしました。
 第２号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
 本件は、原案どおり承認可決され、山宮慎一郎氏が選任されました。
 以上

株主の皆様へ 株主の皆様におかれましては、ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。
また、平素より格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。

代表取締役会長兼社長
木村 一義
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N EW S & T O P I C S
注 目 ニュー スをお 届 けします !

本格的なミニ四駆のコースで店
舗大会を開催。参加者の方はもち
ろん、毎回多くのお客様が観戦さ
れ、お楽しみいただいております。

　一部の店舗では、家電商品だけで
はなく、おもちゃやご当地名産品等、
様々なイベントを開催しており、本
格的なミニ四駆の店舗大会をはじ
め、多数のお客様にお楽しみいただ
いております。今後も地域の皆様か
ら身近に親しまれるコジマを目指
し、全国の店舗で様々なイベントを
開催してまいります。
※イベントの開催予定及びコジ坊イベントの予定に
　つきましては、当社ホームページをご確認ください。

地域密着！ 店舗にて
多様なイベントを開催中

コジマアマゾン店
コジマ アマゾン 検索

コジマ楽天市場店
コジマ 楽天 検索

コジマYahoo！店
コジマ Yahoo！ 検索

コジマ 検索

インターネット通販サイト
「コジマネット」

ビックカメラ
http://www.biccamera.com/

検索

http://www.sofmap.com/
ソフマップ 検索

グループ
企業の

通販サイトは
こちら

携帯電話・
スマートフォンからは

モバイルサイトへ

「コジマ×ビックカメラ  西友ひばりヶ丘店」
10月20日オープン

地域密着の新サービス「お客様相談カウンター」＆「コジマくらし応援便」 楽しいイベントが盛りだくさん、コジ坊にも会えるかも！？

新規店舗続々オープン中！

　「コジマ×ビックカメラ イオンモール常滑店」は、生活家電、ビューティー・健康家電、
カメラ、オーディオ、テレビ、レコーダー、パソコンなどのラインナップから、最新家電
はもちろん、全国の「コジマ×ビックカメラ」店舗で人気の商品を厳選・凝縮して品揃
えております。また、お客様のくらしをより「快適」・「便利」・「楽しく」をテーマに、体験・
体感展開の充実や、季節等に応じた“コト軸”の趣向を凝らした商品提案を行ないます。

　11月オープンとなる「コジマ×ビックカメラ イオンモール広島府中店」（広島県安芸郡）、「コジマ×ビックカメラ イオ
ンモール堺鉄砲町店」（大阪府堺市堺区）、12月オープン予定の「コジマ×ビックカメラ ららぽーとTOKYO-BAY店」（千葉
県船橋市）をはじめ、多数の新規出店を予定しております。引き続きコジマの新規店舗にご期待ください。

NEWS
2

ミニ四駆大会

地域物産展ゴルフフェア

イベント期間中は、お父様のお買い物中にお子様が遊べるパターゴルフ
コーナーを設置。ご家族皆様でお楽しみいただけると好評でした。

ご当地品を集めた地域物
産展も開催。家電商品だけ
ではなく、地域の皆様にお
楽しみいただけるイベン
トを企画してまいります。

　「コジマ×ビックカメラ 西友ひばりヶ丘店」は、「駅
前店舗と郊外店舗の融合」をコンセプトに、豊富な品揃
えと体験・体感提案の充実はもちろん、地域密着型サー
ビスとして、コジマ販売員が、お客様の「困った！」に何
でもお応えすべく、２つの新サービス「お客様相談カウ
ンター」＆「コジマくらし応援便」を開始致しました。本
サービスは、店舗へご来店いただいたお客様はもちろ
ん、西東京市内全域にお住まいのお客様を対象に、家電
製品に関する様々なご相談について、販売員が店頭も
しくは訪問にて、親切・丁寧にお応えするものです。ま
た、「コジマ×ビックカメラ 西東京店」でも本サービス
を受付しており、両店舗の協力体制により、サービス提
供エリアは西東京市全域となります。今後もコジマは、

「お客様のくらしを『より快適に』『より便利に』『より楽
しく』します。くらし応援コジマ」のスローガンの下、地
域の皆さまから最も身近に親しまれ必要とされる企業
であることにこだわり、挑戦を続けてまいります。

“より快適に”“より便利に”“より楽しく”します。お客様の
くらしを

く し ジら コ マ応 援

「コジマ×ビックカメラ イオンモール常滑店」
６月１７日オープン

新規店舗オープン計画多数進行中！

（東京都西東京市）

（愛知県常滑市）

専用のラッピ
ングカーで販
売員が直接お
伺い致します。


